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超高齢者の所在不明ー「うば捨て」社会の悲哀

8・2 都内最高 113 歳ー杉並区、住民登録の古谷ふささん（113歳）、非居住判明

ー長女（79）「母親と 20 年以上会っていない。今、どこにいるか分からな

い」（8・3Ａ）

←足立区で加藤宗現氏（戸籍上 111 歳）、1978・11 自宅にこもったまま死

亡したとみられる（8・3Ａ）

→8・3Ａ夕「100歳超、3人所在不明ー八王子で 1人、荒川区 2人」 

→8・4Ａ「高齢者不明、新たに 12 人ー足立含め 14人、確認急ぐ自治体」

「家族も『知らない』－高齢者不明、縁薄れ調査難航ー届け出ない限り『存

命』」／Ｍ「100歳超、不明18人ー所在確認、行政に限界ー『家の中は入れ

ない』」「111歳遺体遺族、年金貸し金庫に移すー長女の夫『こもって 2年後、

白骨』－113歳不明、母の所在『知らない』、－二男『20～30年前に蒸発』」

／Ｔ㈳「長寿社会の死角ー敬老の気持ちはどこに」

→8・5Ａ「100歳超『未確認』も次々ー足立区 15人・東大阪 18人ー不明、

全国で 31人」「㈳高齢者不明ー調査だけでは解決しない」

→8・5Ｍ㈳『高齢者の所在不明ーこれが長寿国の実像か』／Ｙ「安否確認

個人情報の壁、高齢者所在不明ー『答えたくない』面会許否相次ぐ、『民生

委員だけでは難しい』－医療、介護利用で把握も」 

→8・6Ｍ「不明高齢者新たに21人ー自治体に法の壁、家族の協力が必要」

→8・7Ｈ(主) 「高齢者行方不明ー社会的『孤立』なくす対策こそ」

8・2 ロシア、森林火災で非常事態宣言ーメドベーシェフ大統領、モスクワ 州な

ど 7 連邦構成体に非常事態宣言大統領令に署名／先週末だけでロシア全土

で 1200件の火災発生、8・2現在で 580件が燃え続け、計 15万人以上が消

火作業に従事、1100棟以上消失、2000人以上焼出され、焼失面積 12万ヘ

クタール、死者 40人に（8・3Ａ夕） 

→8・4Ｎ夕「異常気象、食卓に影ー小麦 5 割高、砂糖も高騰、家庭向け転

稼もー野菜も上昇、キャベツ、１ヶ月で 2倍」 
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→8・8Ｙ「猛暑特需ーエアコン、『3倍増』ー冷却シート 2.7 倍」 

→8・4Ｙ「熱中症死者先月94人ー消防庁調べ、救急搬送は 1 万 7680 人」

－本年 7 月の 1 ヵ月、うち死者 94 人

8・3 「派遣緩和で格差拡大」ー厚労省、2010 年度版「労働経済の分析」を発表

ー不安定な働き方が増え,労働者の収入格差が広がったことについて「労働

者派遣事業の規制緩和が後押しした」と、初めて国の責任を認めた（8・3

Ａ夕） 

→8・4Ｔ㈳「所得格差拡大ー放置すれば社会は衰退」

⇒8・5 大卒就職率60.8％に悪化（文科省「学校基本調査」）－4 年生大学卒

業者の就職率 60.8％、対前年比 7.6％ダウンー進学も就職もしていない人は

約 8.7 万人ー高卒と合わせると約 15 万人（8・6Ａ）

⇒8・5 国民年金の納付率 60.0％（厚労省発表）－09 年度の国民年金の保

険料納付率 60.0％で過去最低／国民年金加入者 1985 万人（20～59 歳）、未

納者 321 万人、未加入者９万人ー未納・未加入は合計 330 万人（8・6Ａ）

⇒8・5 児童虐待最多 181 件（警察庁まとめ）－刑事事件として立件された

今年上半期（１～６月）の児童虐待件数は 131 件、（2000 年統計以来）最

多／加害者内訳ー実父 60 人、養父・継父 50 人、実母 52 人、内縁の夫 27

人、養母･継母 3 人／児童ポルノ事件ー急増、今年上半期 599 件、前年同期

比 63％増（8・5Ａ夕） 

⇒8・6Ｔ「小中不登校、いぜん12万人超ー減少でも高止まり『多用な学び

の場必要』」

ー年間 30 日以上欠席した「不登校」の小中学生は 09 年度 12 万 2432 人、

前年比 3.4％減

菅政権ー財界とアメリカに寄り添って

8・2 初の衆院予算委ー菅首相、自民に協力要請、「参院で野党多数になり、与野

党の合意を形成しなければ実現できない。丁寧な議論が必要だ」（8・3Ａ）



225

／定数削減「年内に実行できるテンポで議論を進めてほしい」（8・3Ｈ）

→8・3Ａ「おわび・撤回･弁明ー論客首相、劣勢に終始ー嘆く石破氏『昔の

総理気迫に満ちていた』－答弁内容、党内に配慮ー攻め込む自民･谷垣氏」

「㈳衆院予算委ー与野党の姿、新たな兆し」／Ｍ「首相、平身低頭ー谷垣

氏『消費税言葉軽い』－初の予算委、身内冷ややか」

⇒8・2 民主、代表選出日程決める（常幹）－9・14 投開票、約 35 万人の党

員･サポーターによる投票／党所属国会議員 413 人は 1 人 2 点、地方議員票

計 100 点、党員･サポーター票は 5 月末現在の登録者対象で衆院 300 小選挙

区ごと集計、最多得票候補に 1 点（8・3Ｍ）

⇒8・4 歳費返納案、衆院通過ー国会議員の歳費支給方法を日割り計算し、

自主返納できるようにする国会議員歳費法改正案（全会一致）→8・6 参院、

全会一致成立（8・4Ａ夕、8・7Ｔ）

→8・7Ｔ㈳「議員歳費日割りー身を削る一歩にすぎぬ」

⇒8・5 民主、経団連と「政策対話」（都内ホテル）ー経団連の要請）－民主

側,枝野幸男幹事長、玄葉光一郎政調会長ら、経団連側、米倉会長と各副会

長／経団連、「税財政･社会保障の一体的改革派待ったなしの重要課題だ。

早急に超党派による協議の仕組みを整えてほしい」（8・5Ｍ夕） 

→8・5Ｎ夕「経団連『超党派議論を』、税･財政･社会保障ー民主と初の政策

対話、改革推進で一致ー環境問題で協議の場も」 

→8・6Ｔ「民主、経団連融和ムードー自民とのパイプ期待、消費税論議に

勢いをー政策対話再開、急接近には党内警戒感」

⇒8・6 臨時国会閉幕

⇒8・6 仲井真知事、辺野古移設案受入れ困難、見直しを要請（8・7Ｍ）

⇒沖縄知事選で統一候補擁立決めるー社民、共産、社大 3 党が、宜野湾市

伊波洋一市長（58）の擁立決める（8・7Ｍ）

→8・8Ａ「普天間、知事選にらみー政府、あいまい化戦略,結論先送り狙い

１事案ー米、しぶしぶ同調ー沖縄、膨れる政府不信ー『反対しないと支持

されぬ』」
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核廃絶の世界的潮流に「核抑止力」論で棹さす首相

8・2 マグサイサイ賞ー秋葉忠利広島市長らに－フィリッピン、マグサイサイ財

団、「核戦争の危険のない世界を創造するため、強い信念と指導力で市民を

動員し、各国政府に働き掛ける世界的なキャンペーンで広く知られた指導

者」と評価→8・31 授賞式（8・3Ｍ）

⇒8・2 広島市秋葉市長、「平和宣言」骨子発表ー「非核三原則の法制化」「核

の傘」からの離脱など（8・3Ｙ）

⇒8・2～4 原水爆禁止世界大会国際会議（広島市内）－250 人参加ー外国よ

り 27 ヵ国、74 人（8・3Ｈ）⇒0・4「宣言」採択

⇒8・4～6 原水爆禁止2010 年世界大会・広島総会（広島市内）－海外と全

国から 7400 人ー核廃絶に向け地球的規模での行動を提起／連合･原水禁・

核禁止会議「核兵器廃絶平和大会」（広島市）（8・5Ｈ）－「長崎の証言の

会」代表委員･浜崎均氏（79）、（分裂世界大会について）「地球上から核兵

器を廃絶するために大同団結してほしい」と訴え（8・8Ａ）

⇒8・5 藩基文・国連事務総長、長崎市訪問ー演説「核兵器が二度と使われ

ないようにする確実かつ唯一の方法は全てを廃絶することです」（8・5Ａ夕）

8・6 核廃絶と各紙社説

●Ａ「原爆投下 65 年ー連帯し核廃絶のゴールへ」 

●Ｍ「被爆 65 年ー核廃絶の道筋描こう」

●Ｙ「原爆忌ー核軍縮の潮流を確かなものに」

●Ｔ「太い声で語りんさいー原爆忌に考える」

●Ｈ「広島･長崎 65 年ー核なくす具体的行動起こす時」

8・6 広島被爆65年「原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式」ー1 年間の死者 5501

人、死没者累計 26 万 9446 人／参加者 5 万 5000 人、菅直人首相、藩基文・

国連事務総長、天野之弥･国際原子力機関（ＩＡＦＦ）事務局長、9 カ国代

表ー米国から ルース駐日大使初参加、但し献花せず（8・6Ａ夕） 

⇒8・6 広島平和宣言（全文、8・6Ｙ夕） 
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「‥今こそ、日本国政府の出番です。『核兵器廃絶に向けて先頭に立』つた

めに、まずは、非核三原則の法制化と『核の傘』からの離脱、そして「黒

い雨降雨地域」の拡大、並びに高齢化した世界全ての被爆者に肌理細かく

優しい援護策を実現すべきです。‥」 

⇒8・6 菅首相、「核抑止力」論（式典参加後の記者会見）－「核抑止力はわ

が国に取って引き続き必要だ」、（非核三原則の法制化論）「非核三原則を堅

持する方針に変りはない」／仙谷由人官房長官（記者）「改めて法制化する

必要はない」（8・6Ａ夕） 

→8・6Ｍ夕「核廃絶潮流加速、65 回目広島原爆の日ー国連総長が初参加、

『被爆者の方々が生きている間に実現』－米英仏代表も出席」

→8・7Ａ「広島発、今こそ非核ー『軍縮の年』米英仏が参列」「『謝罪は無

用』米国内に声、大使参列批判もー前進の光現実の壁ー非核アピール入念

だったのに、首相の抑止力発言波紋」「世界の意欲実感できたけどー『首相

の二枚舌情けない』、『被爆国として指導力を』－広島･長崎から失望:苦言」

／Ｍ「ヒロシマ『鎮魂』から『核軍縮』の場へ、ヒロシマ原爆の日ー強ま

る国際政治色、脱『核の傘』道筋描けず」「参加最多 74 カ国、非核訴え浸

透ー広島平和祈念式典、『思惑違っても相互理解は進んでいる』」「ドイツ外

相ー欧州核廃絶に意欲ー『広島、長崎は人類への警鐘』」

／Ｔ「『廃絶』と『不拡散』に溝、広島被爆 65 年ー米大使、被爆者と対話

せずー日本、核の傘求める矛盾」／Ｈ「『核なき世界へ』手携えー廃絶交渉

開始直ちに、世界大会･広島が閉会」

8・5 米連邦最高裁判事に女性のエリーナ・ケーガン総務長官（50）を承認ー上

院（賛成 63、反対 37）－史上 4 人目の女性判事に→判事 9 人中、3 人が女

性に（8・8Ｔ）

→8・6 米、7 月雇用 13 万人減ー失業率横ばい 9.5％（米労働省発表）－7

月の雇用統計 13 万 1000 人減少、2 ヵ月連続マイナス（8・7Ｎ）


